
関西サイエンス・フォーラム 

令和 3 年度役員 

(R3.11 月.現在) 

(敬称略･順不同) 

 

【会 長】 

   秋山 喜久 

 

【副会長・理事】 

   田中 道七 立命館大学 名誉教授 

田原 永三 田辺三菱製薬 常務執行役員 

萩尾 千里  

 

【理事長】 

(交代)古市  健 関西経済同友会 代表幹事 

 

【企画委員会座長・理事】  

   尾池 和夫  京都大学 元総長 

   西尾 章治郎 大阪大学 総長 

   武田  廣  神戸大学 元学長 

 

【専務理事】 

   萩尾 千里 

 

【理 事】(自治体･大学･研究機関･団体) 

   三日月 大造 滋賀県 知事 

   西脇 隆俊  京都府 知事 

吉村 洋文  大阪府 知事 

(交代)齋藤 元彦  兵庫県 知事 

   荒井 正吾  奈良県 知事 

   仁坂 吉伸  和歌山県 知事 

   尾池 和夫  京都芸術大学 学長 

(交代)井上  晋  大阪工業大学 学長 

(交代)吉川 耕司  大阪産業大学 学長 

   荒川 哲男  (公)大阪市立大学 学長 

   西尾 章治郎 (国)大阪大学 総長 

辰巳砂 昌弘 (公)大阪府立大学 学長 

(交代)前田  裕  関西大学 学長 

   村田  治  関西学院大学 学長 

   森迫 清貴  (国)京都工芸繊維大学 学長 

(交代)湊  長博  (国)京都大学 総長 

   細井 美彦  近畿大学 学長 



(交代)藤澤 正人  (国)神戸大学 学長 

植木 朝子  同志社大学 学長 

(交代)塩﨑 一裕  (国)奈良先端科学技術大学院大学 学長 

   太田  勲  (公)兵庫県立大学 学長兼副理事長 

仲谷 善雄  立命館大学 学長 

   浮舟 邦彦  (学)滋慶学園 理事長 

 

   伊藤 壽記  大阪がん循環器病予防センター 所長 

(交代)長谷川友安  (一財)大阪科学技術センター 専務理事 

   齋藤 吉彦  大阪市立科学館 館長 

堀場  厚  (公財)関西文化学術研究都市推進機構 理事長 

   平尾 一之  (公財)京都市成長産業創造センター センター長 

   阿草 清滋  (公財)京都高度技術研究所 所長 

   小川 信也  京都リサーチパーク(株) 代表取締役社長 

   荒木 康寛  (株)けいはんな 代表取締役社長 

山口  章  (公財)高輝度光科学研究センター 常務理事 

   松本  紘  (公財)国際高等研究所 所長 

   浅見  徹  (株)国際電気通信基礎技術研究所 代表取締役社長 

井上 章一  大学共同利用機関法人人間文化研究機構国際日本文化研究センター 所長 

   田 憲司  大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立民族学博物館 館長 

   中村 桂子  ＪＴ生命誌研究館 名誉館長 

   岸本 忠三  (公財)千里ライフサイエンス振興財団 理事長 

   山地 憲治  (公財)地球環境産業技術研究機構 理事 研究所長 

   坂東 政市  (公財)ひょうご科学技術協会 専務理事 

   松本 正義  (公社)関西経済連合会 会長 

   大道 良夫  大津商工会議所 会頭 

塚本 能交  京都商工会議所 会頭 

   尾崎  裕  大阪商工会議所 会頭 

   家次  恒  神戸商工会議所 会頭 

小山 新造  奈良商工会議所 会頭 

勝本 僖一  和歌山商工会議所 会頭 

(交代)石井  太  (一社)滋賀経済産業協会 会長 

林田 壽昭  (一社)奈良経済産業協会 会長 

   中本  晃  (公社)京都工業会 会長 

宮脇 新也  (公社)兵庫工業会 会長 

(交代)山中隆太郎  滋賀経済同友会 代表幹事 

吉田  裕  奈良経済同友会 代表幹事 

(交代)内田  隆  (一社)京都経済同友会 代表幹事 



富田 健司  (一社)神戸経済同友会 代表幹事 

田谷 節朗  (一社)和歌山経済同友会 代表幹事 

 

（会社） 

(新規・再掲) 古市 健  日本生命保険相互会社 代表取締役副会長 

   牧野 明次  岩谷産業(株) 代表取締役会長兼 CEO 

高本  寛  (株)ＮＴＴドコモ関西支社 執行役員 関西支社長 

   大林 剛郎  (株)大林組 代表取締役会長  

   木股 昌俊  (株)クボタ 代表取締役会長 

   鳥井 信吾  サントリーホールディングス(株) 代表取締役副会長 

   中本  晃  (株)島津製作所 代表取締役会長 

   賀須井 良有 住友電気工業(株) 専務取締役 

(交代) 東田 豊彦  積水ハウス(株) 総合住宅研究所長 

   十河 政則  ダイキン工業(株) 取締役社長 兼 CEO 

金田 嘉行  ダイキン工業(株) 顧問 元ソニー副社長 

   樋口 武男  大和ハウス工業(株) 最高顧問 

   竹中 統一  (株)竹中工務店 取締役名誉会長 

   田中 祥宏  田中会計事務所 所長 

坂元 龍三  東洋紡(株) 相談役 

長谷川 一明 西日本旅客鉄道(株) 代表取締役社長執行役員 

   神崎 友次  日本コルマー(株) 代表取締役会長 

    未定    パナソニック(株)  

(交代)谷所  敬  日立造船(株) 代表取締役会長兼 CEO 

   尾崎 宗視  (株)アルゴグラフィックス 代表取締役社長 兼 COO 

   豊田 崇克  ネクストウェア(株) 代表取締役社長 

(交代)夏目 直一  東海バネ工業(株) 代表取締役 

   山本 梁介  (株)スーパーホテル 会長 

 

   以上 ８４団体 ８３名 

 

【監 事】 

   山岡 喜紹  (株)コミュニティプロデュース NAMAZU 代表取締役社長 

髙嶋  博  三元ラセン管工業(株) 代表取締役会長 

 


